
増補２訂版に寄せて

　この度、増補２訂版を発行することになり、著者として喜びに堪えません。ご支援をい

ただいた皆様に改めて感謝の意を表します。

　初版は平成27年11月に発行し、その後増補改訂版を平成29年３月に発行しました。

その間、公益法人・一般法人が採用する公益法人会計基準に係る実務環境の変化がありま

した。特に、平成28年12月には、日本公認会計士協会が公表している「公益法人会計基

準に関する実務指針」の大幅な改正がありました。

　改正の内容は、公益法人・一般法人に係る法令の趣旨を勘案した会計実務の見直し、調

整などです。そこで、そうした改正を反映した改訂版を作成することが必要となり、本書

は平成29年３月に増補改訂版を発行しました。

　今回の増補２訂版においては増補改訂版を基に、より適切な説明、字句の修正等を行っ

ております。

　なお、本書は、法人の役員、会計担当者（主に初級・中級レベル）、これから公益法人

会計基準を学ぶ初学者を対象としています。したがって、上級者レベルの担当者でないと

対応困難な項目（過年度遡及会計基準、固定資産の減損会計、資産除去債務に関する会計

基準、賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準、税効果会計）については、取り扱っ

ておりませんことを念のため申し添えます。

　本書が法人の会計担当者や役職員、初学者の皆様の良き参考書となり、適正な財務諸表

等及び情報公開資料の作成に役立てていただければ幸いです。

　最後に、本書の刊行にあたり全国公益法人協会の編集局の皆様にご尽力をいただきまし

た。この場を借りて篤く御礼申し上げます。

平成30年６月吉日

著者代表　遠　島　隆　行



本書の活用方法 �

　本書は、公益法人会計基準に基づく簿記の基礎知識の習得を目的とし、刊行致しました。

企業会計を使用する株式会社とは違い、公益法人・一般法人の現場では公益法人会計を使

用することのできる人材が不足しております。そこで本書は次のような点を特徴とし、公

益法人会計基準に基づく簿記を効率的に学習することができるよう設計致しました。学習

を開始する前にご確認いただければ幸いです。
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（はじめに） �

１． 消費税には、国の「消費税」と「地方消費税」があり、正式には「消費税及び地方消

費税」又は「消費税等」といいます。この章では、「消費税」という名称・科目を使っ

て説明します。

２． 消費税については、本来「課税売上げ等」・「課税仕入れ等」といった用語によって説

明を行いますが、本書では公益法人会計基準の科目体系との整合性を考慮して、「収

益等」・「費用等」という用語で説明します。

Ⅰ　消費税の仕組み �

１　仕組み

　消費税の対象となる収益等を受取る時には、相手方から消費税を預かることになります。

預かった消費税を「預り消費税」又は「仮受消費税」といいます。一方で、消費税の対象

となる費用等の支払をする時には、消費税を含めた金額を支払います。支払った消費税を

「支払消費税」又は「仮払消費税」といいます。

　原則として、事業年度中に預かった消費税の合計額から、支払った消費税の合計額を控

除した金額を税務署に納付します。支払った消費税の合計額が預かった消費税の合計額よ

6
税込方式では

・日常の会計処理では消費税及び地方消費税に係る会計処理は必要ない。

・仕訳時の金額は、税込金額で処理する。

・ 決算期末に納付金額を別途計算し当該金額を「租税公課」又は「消費税等」の科目

で費用計上するとともに「未払消費税等」を負債科目として計上する。

ポイント

消費税の会計処理 

第６章　消費税の会計処理
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課」（又は消費税）の科目で計上し、逆に還付を受ける場合には「雑収益」（又は還付消費

税）の科目を使って仕訳をします。

〈収 益 等〉 〈費 用 等〉
取引内容
消費税　100

収益等対価
1,000

税込金額

収益等
1,100

取引内容
消費税　90

費用等対価
900

税込金額

費用等
990

【図６－２：税込方式の取引額】

１　使用する科目
　税込方式で使用する科目は次のとおりです。

　　納付の場合に使う科目：租税公課（消費税）、未払消費税

　　還付の場合に使う科目：雑収益（還付消費税）、未収消費税

２　基本的な仕訳

　取引時及び期末処理に係る基本仕訳は以下のとおりです。

　・収益等に係る消費税の仕訳（消費税の区分なし）

　　（現金預金－現金）　×××　　　（収益科目等）　　　×××

　・費用等に係る消費税の仕訳（同上）

　　（費用科目等）　　　×××　　　（現金預金－現金）　×××

　・納付すべき消費税がある場合

　　（租税公課）　　　　×××　　　（未払消費税）　　　×××

　　（又は消費税）

　・還付を受ける消費税がある場合

　　（未収消費税）　　　×××　　　（雑収益）　　　　　×××

〈取引時の基本仕訳〉

〈期末の処理の基本仕訳〉

第６章　消費税の会計処理

　各章のはじめには必ず学
習する際のポイントを示し
てありますので、事前に学
習ポイントを意識して効率
的な学習ができます。

　各章には仕訳の方法を示した「基
本仕訳」と設例を用いた「仕訳例」
を示してありますので、これに沿っ
て学習を進めることで効率的に学
習できます。



本書の活用方法

　なお、本書は公益法人会計検定試験（３級）にも準じた内容となっておりますので、今

後、受検を考えている方は各章の演習問題を一通り終えましたら第10章にある過去問を

解かれることをおすすめします。
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Ⅲ　財務諸表の注記 �

　既に述べたとおり、消費税の会計処理は税込方式と税抜方式とがあり、法人が自由に選

択できます。ただし、どちらの方式を採用しているのかを会計基準運用指針に示された「財

務諸表に対する注記」の「重要な会計方針」に以下のように記載しなければなりません。

　①　税込方式を採用している場合の記載例

　　消費税の会計処理は、税込方式によっている。

　②　税抜方式を採用している場合の記載例

　　消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

まとめ �

・消費税の会計処理には、「税込方式」と「税抜方式」とがある。
・ 消費税法では「税抜方式」が原則的な方式であるが、公益法人等は、実務上、

税込方式を採用している法人が多い。
・ 税込方式か税抜方式かについて、どちらの方式を選択しているかを「重要

な会計方針」として注記する。
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 練習問題
問題１．次の取引を税込方式の仕訳で行いなさい。

　（問１） 手数料収益を55,000円（うち対価50,000円、消費税5,000円）現金で受け

取った。

　（問２）委託料を33,000円（うち対価30,000円、消費税3,000円）現金で支払った。

　（問３） 什器備品を購入し、220,000円（うち対価200,000円、消費税20,000円）

を現金で支払った。

問題２． Ａ法人は税込方式を採用しており、事業年度末に納付すべき消費税額は50,000

円である。期末の決算仕訳を行いなさい。

第６章　消費税の会計処理

　各章には適宜「まとめ」として
各章の要点を記載してありますの
で、取りこぼしのないように学習
を進めることができます。

　各章のおわりには各章で学んだ
ことを試す練習問題がありますの
で、これを解くことにより習熟度
が把握できます。
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この章で学ぶこと

　この章では、公益法人会計のアウトラインをつか
むことに心がけてください。個々の項目で解からな
くてもかまいません。全体の仕組み、会計処理の流
れをまず把握しましょう。
　基本的には、営利法人に適用する「企業会計」の
基準に準じた方式ですが、公益法人、一般法人（移
行法人及び移行法人以外の一般法人）の特色を考慮
した仕組み、会計処理、表示方法になっています。
その特色に注目して取り組んでみてください。
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第１章　公益法人会計の仕組み

（はじめに）� �
初めて簿記を学ぶ方のために―会計の意味―
　私たちの社会では、公益法人をはじめとして、企業や家庭、国や地方公共団体などいろ

いろな経済主体が、それぞれの活動を営んでいます。これらの経済主体の活動や、これに

関する事柄のうち、財務の状況を一定のルールで記録・計算・整理し、報告する手続きを

「会計」といいます。その経済主体が公益法人及び一般法人（以下、「公益法人等」という。）

の場合には、そこで用いられる会計を公益法人会計といい、経済主体が企業である場合に

は企業会計と呼んでいます。

Ⅰ　公益法人会計の目的と役割 �

　公益法人会計の主な目的は、法人の決算日における財政状態と一定期間（事業年度）に

おける運営状況（経営成績・効率性）及びキャッシュ・フローの状況に関する会計情報を、

法人の利害関係者に報告することにあります。利害関係者とは、会員、資源提供者（資金

や労力等の提供者）・サービスの受益者・一般市民・行政庁・債権者・課税庁等です。

1
・公益法人会計の目的・役割を理解する。

・適正な財務情報を、利害関係者に提供することが最も重要な目的である。

・公益法人会計基準の体系を理解する。

・�公益法人会計基準とその注解は、会計処理・表示方法に係る基本的な基準を、運用

指針・実務指針等は、実務上の具体的な処理方法に係る指針を示すものである。

・公益法人会計基準の４つの一般原則を理解する。

・会計区分の仕組みと役割を理解する。

・�貸借対照表と正味財産増減計算書の仕組みと簿記の５つの要素（資産、負債、正味

財産、収益、費用）の基本的な考え方を理解する。

ポイント

公益法人会計の仕組み�
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　会計情報は、貸借対照表や正味財産増減計算書などの財務諸表を公表することによって

報告されます。このように利害関係者に会計情報を提供するための会計を「財務会計」と

いいます。

　一方で、事業計画に基づいて運営管理に必要な会計情報を理事などの運営責任者に提供

する内部管理のための会計制度があります。このような法人の運営を管理するための会計

を「管理会計」といいます。予算管理のための計算システムがその代表例です。

【図１－１：情報公開とその対象者】

サービスの受益者

公益法人・一般法人

一般市民等
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役 職 員

１　公益法人会計基準とその目的

⑴　公益法人会計基準の意味

　公益法人会計基準は法律ではありませんが、長い間の実務慣行や既存の公益法人等の会

計制度を集約したうえで定められた公益法人が拠るべき会計上の「規範」というべきもの

です。外部へ公表する財務諸表を作成するための基本的なルールを定めたものといえます。

また、公益法人等の財務諸表作成のための基準を定め、公益法人等の健全な運営に資する

ことを目的としています。これまで公益法人会計基準は環境の変化に対応して改正されて

きましたが、現時点では、一般的に平成20年４月11日に内閣府公益認定等委員会が設定

し公表した会計基準を指し、平成20年に公表されたことから一般的に20年公益法人会計

基準（以下、「20年会計基準」という。）と言われています。


